信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」
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年末年始休業のお知らせ★ガーデンハウスは12/29(火)〜1/3(日)休業いたします。

イルミネーション点灯中！

2015年は、ありがとうございました！

コピーヌクラブ・ライブin停車場ガーデン

MUSIC BOUQUET

ミュージックブーケ~音楽の花束~

1 / 17（日）18：30開 場

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

2016年も、よろしくおねがいいたします！

展示販売
新年の運を呼ぶ
和の縁起もの手仕事展

1/４（月）〜１/31（日） 会 場：停 車 場ガーデン

1 9：0 0 開 演

1500円(選べるおいしいハーブティ付) ＊要予約

オリジナルの布の開運人形

今回は停車場ガーデンのために、花にまつわる楽曲ばかりを

・開運・お願い地蔵

ピアノ、
フルート、
バイオリンからなる素敵な女性3人のトリオ、 ・2016年の干支 お猿さん
集めた特別ライブです！ →詳細裏面

小商★スマイルカフェ

１/２６(火)〜2/1２(金)の月、火、水、金

お正月のつるし飾り、

16:00〜18:00

今年も小諸商業の高校生が高校生カフェをやります！！

「こもろ宿の華」づくりボランティア募集！
人形めぐり
（２／２０〜）期間中に、冬の城下町をあでやかな華で

１／２１
（木） 13:00〜15:00

1/30（土） 18：00〜21：00

美味しいディナーとスコッチウイスキーをメインに数種類を
飲み比べながら、
楽しい時間を過ごしましょう。
ウィスキー案内人；中澤信一
（こもろの杜理事長）
5000円
（ウイスキー飲み放題） 定員20名 要予約

停車場ガーデン・1月の講座案内
花と緑の学校（園芸入門講座 ）
9:00〜10:30 定員1４名 200円

園芸入門！土と肥料のはなし

人形作家土屋和栄の人形など見応えがある展示です。

飾ろうと、有志で集まって布の華をつくります。

ウイスキーを楽しむ会

１/２３（土）

・お守り袋、
だるまさん、他

講師／中村勝廣

土と肥料は切れない関係。庭から出るものを活用した土作

りと肥料の種類、
ﾀｲﾐﾝｸﾞ、使い方を学びます。

1 / 2 1（木）14:00〜15：30
話題のジャイロキネシスを体験しよう

会場；本陣主屋

☆申し込み090-2333-7680(土屋）
またはガーデンまで

多肉植物フェアー
1/30(土)〜2/14(日)

個性的な多肉植物が勢ぞろいします！

講座はすべて要予約です／停車場ガーデン☎２４２５２５

1 / 2 1・1 / 2 8（木 ) 1 0：0 0 〜 1 2：0 0

デコ巻き寿司講座 【恵方巻き・鬼】
年初めは節分巻き寿司です！！

7種類の福を巻き込んで鬼退治をしましょ〜！！

講師：深利麻里（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
3000円 定員各10名

1 / 2 8 ( 木 ) 1 4：0 0 〜 1 5：3 0
アメリカンフラワー・バラの一輪挿し

ヨガやティラピスの要素を含んだ、椅子を使ったエクササイズ。

ワイヤーと樹脂でクリスタルに輝く花を作ります。

のためのプログラムです。 1000円 定員7名

2500円 定員１５名

怪我をしたダンサーの体つくりのために練られた、美容と健康

講師：小山納津美（トゥーぺDipアップアート協会師範1級）

講師：柳沢絵美
（ジャイロキネシストレーナー）

２ / ７ (日) 1 4：0 0 〜 1 5：3 0
アートなアイシングクッキーを作る

1 / 2 2(金)14：00〜15：30
おどろきの風呂敷の包み方講座

包むものに合わせた、
いろいろな包み方を学びます。
美しくてエコロジカルな日本の知恵のお手本です。
講師：山内敏江
持ち物

1000円
（お茶付） 定員6名

風呂敷
（75 75㎝）

今年のバレンタインはカラフルな絵などを描いたクッキーを

送りませんか？ 先生のデモンストレーションと、実習ではア

イシングのデコレーション製作を丁寧に教えます!
講師：栗畑由紀子（お菓子工房
2400円
（お茶付） 定員6名

Singing Bee）

コピーヌクラブ

1/17（日）ガーデンライブ
出演者の紹介

ピアノ、フルート、バイオリンからなる女性 3 人トリオ。“コピーヌ” とは仏語で
“気の合う女友達” の意。その名のとおり息の合ったステージが評判。「音楽をよ
り身近に親しみやすく」をモットーに小諸、上田、軽井沢を中心に活動中。

＊ライブのテーマは「ミュージックブーケ ~ 音楽の花束 ~」です。
今回のライブは『花』にまつわる楽曲に絞った、停車場ガーデンに合わせた選曲

の限定ライブです。コピーヌクラブらしく肩肘はらないアットホームな雰囲気の

中で、クラシックから映画音楽、動揺まで、アレンジをきかせて幅広く演奏します。
ガーデン施設長とのかけ合いも必見 !?

まさに「音楽の花束」にふさわしいライ

ブへ足をお運びください。演奏予定曲は、「椿姫」より乾杯、エーデルワイス〜ｻｳ
ﾝﾄﾞｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾄﾞﾚｰ〜、りんご追分、さくらさくら

illustration Keiko Takehana

和の縁起もの手仕事展

本陣主屋の手仕事ギャラリー
のオリジナル縁起ものが、
ガーデンカフェに並びます。
新春にふさわしい、和のぬく
もりをお楽しみください。

まれた
本陣主屋で生
ット
起ものマスコ
オリジナル縁

干支にちなんだ

お猿の人形 １３００円
「難が去る」災難よけのお守り
にどうぞ。一匹づつ、柄もお
顔もちがいます！

1 / ４ （月）〜 3 1 （日）

会場： 停 車 場ガーデン

謹賀新年
2016

笠をかぶった
かわいいお地蔵様。
お願いしたいことを
紙に書いて持たせます。
・合格祈願 ・家内安全
・恋愛成就・無病息災
・商売繁盛
見るだけでいやされ、
プレゼントに最適！
大きさもいろいろです。

お願い地蔵

新年の運を呼ぶ

などです。

６００円〜

本陣主屋の運営を担う手仕事ギャラリーの仲間たち。
３年間の取り組みで、作り手の輪が大きく広がりました。

女性たちによる町おこしの拠点として、手ごたえを感じています。
本陣主屋・夏までの予定

（11 月〜3 月冬期休業／催しの時以外）

■3/20（土）〜 3/６（日）

北国街道 お人形さんめぐり

■４/16（土）〜 29（金）

桜さくらでハンドクラフト展

パッチワーク展
春の装い…帽子展・着物リメイク
■５/1（日）〜 4（水）

うさとの服展

手紡ぎ（手織、草木染）

■5/20（金）〜 25（水）

手づくな展

アートフラワー、ミニチュアレジン

■6/10（金）〜 25（土）

バラ展 ( バラにまつわる作品展）
来年度の企画を募集中です！
どうぞご相談ください。
☎090-2333-7680( 土屋）

長年休館していた歴史施設をNPO法人こもろの杜が管理受託し、
３年が経
ちました。
グループ・創作人のみなさんに
「手仕事ギャラリー」
の運営をお願
いし、
市の予算をあまり使わない施設運営が実現しました。
「手仕事ギャラリー」
は、
すべて手作りのオリジナル品のみを販売するお店で、
「人形めぐり」
や
「城下町フェスタ」
の拠点にもなっています。
代表の土屋和栄さんに、
この３年間を振り返ってお話を伺いました。
「このような拠点ができて本当によかったです。手仕事ギャラリーは、“ものづ
くりを仕事にしたい人を応援する”をモットーに、
自分のジャンルを決めて代
表作を持っている人、
という基準でメンバーになっていただいています。作っ
てもなかなか売れませんが、創意工夫して努力している人は続いています。
私たちは、展示会や講座を重ねて、
お互いに高め合い、
またものづくりにかか
わる人の輪を広げたいと思っています。
みなさんから古い布をいただき、作り
手の方達に素材として提供したり、
技術を教え合ったりしています。
ギャラリーの売り上げの一部は、
本陣主屋の運営の資金にも回っています。
全国から同じような取り組みをする方達の来訪も多く、東京や新潟から講座
に通ってくる女性もいます。 これからもよろしくおねがいいたします。」

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」
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発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

お知らせ／2月11日(祝・木）営業いたします。10日(水)は振替休業となります。

1/30(土)〜2/14(日) ＠停車場ガーデンカフェ

裏面に
詳しく

小 商 ★スマイルカフェ
1/29

2/1,2,3,5,8,12 16:00〜18:00

高校生があったかい笑顔で待ってます！

ユニークな姿、美しいカラー、
多彩なアレンジ・
・
・多肉
植物の魅力が満載！バレンタインのプレゼントにも！

ドリンク類50円〜、
うどん、
フライドポテト等。

☆多肉植物の寄せ植え講座

2/20(土) ガーデンライブ
干川博の Acoustic Garden

２/13（土） 9:00〜10:30 定員８名 2500円

おすすめはホットケーキ200円です！

18:00開場

19:00開演

裏面に
詳しく
Vol.2

1500円
（ワンドリンク付き）

今年は東京からシンガーソングライター野田徹を迎えての待

北国街道 お人形さんめぐり

望のツーマンライブ！ パンフレットがガーデンにあります。

2/20
（土)〜3/6（日)

土味陶芸展/アルミ花器/貝びな、他

小諸八重紅枝垂桜の苗・申し込み受付開始
2/1(月）
〜2/29(月) 停車場ガーデン・園芸ショップ

プリ・アートフラワー／デコパージュ

により、今では各地に広がっています。濃いピンクの美しい花です。

革コラボのバック／ステンドグラス・ビトウィーン

電話での申し込みもどうぞ ☎24-2525 ＊配布は3月中旬予定

本陣主屋

創作人の物語

（2/20〜27）
古布・ちりめん、
ドライ・

懐古園の原木を元に
「小諸八重紅枝垂れ保存会」
の増殖普及活動

（2/28〜3/6） 球体関節人形／創作人形／刺しゅう、布・

せせらぎの丘 小諸宿の華畑
女性達が心を込めて作った古布の花が丘に咲きます。

裏面に
詳しく

新しい小諸の早春の風物詩になりました。

ガーデンカフェ

特製おひなさまランチ

期間中、
ランチプレートがちらし寿司などのおひな祭りの特
別プレートになります。1300円（ドリンク＆ミニデザート付き）

停車場ガーデン・２月の講座案内
講座はすべて要予約です／停車場ガーデン☎２４２５２５

2/10（水）10:00〜13:00
【飾り巻き寿司3級技能認定講座】

今人気の飾り巻き寿司の基本を習得し、3級インストラクター
資格
（https://www.sushi.ne.jp）
がとれる講座です！
ご不明点等講師までお気軽にご連絡下さい。
費用18,360円
（材料費、
テキスト代、資格認定料含む）
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
問い合せ／m.ricepaddy@gmail.com 090-7269-2277

2/18（木） 2/25（木）10：00〜12：00
デコ巻き寿司講座 めおと雛・ののじ巻き

ひな祭りに合わせ、
お内裏様とお雛様が仲良く並んだ巻き寿
司を作ります♫ ののじ巻きは覚えておくと便利なリピート率
ナンバーワンの巻き寿司です！
3000円 定員各日10名
■エプロン、
包丁、
ふきん、、持ち帰り容器（大皿かタッパー）
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
持ち物/エプロン、
包丁、
ふきん、
はかり、持ち帰り容器

保存会入会金1000円＋苗1本1000円＋認定証送料200円

参加者募
3/4（金）
18：00〜20：30
集！
婚活パーティー★素敵に出会ってみませんか

【セミナー】
お付き合いがよりよく変わるヒント
【 交流会 】
ビュッフェスタイルの食事会＆楽しいゲーム
場所：停車場ガーデン 定員：30代男女各10名
参加費：男性4000円 女性3000円
（セミナー、
お食事代込）
主催／申込み先：小諸市文化センター働く婦人の家
℡23−8880 申し込みは2/19まで

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

２/２7（土）

9:00〜10:30 定員12名 300円

バラの冬剪定と育て方
ゲスト講師／田嶋憲雄（バラ歴15年の愛好家）

春に咲かせるには冬の剪定がモノをいう！いつどこをどう
切るか、
その後の管理やそだて方もお教えします。

2/18（木）14:00〜15：30 1000円 定員7名
椅子を使った話題のエクセサイズ ジャイロキネシス

ヨガやティラピスの要素を組み合わせたようなエクセサイズ。

運動不足解消、美容と健康づくりに一緒に汗をかきましょう。
講師：柳沢絵美（ジャイロキネシストレーナー）

2/25（木）14：00〜15：30 2500円 定員５名
ハーブとアロマの基礎講座 アロマスプレーづくり

花粉症対策やお部屋の空気清浄になるティートリーやユー
カリの精油を使ってアロマスプレーをつくります。

講師：ねこ魔女の森管理人(アロマセラピスト、JAMHAハー

バルセラピスト、
ホリスティックハーバルプラクティショナー)

Acoustic Garden vol.2
２/20sat
出演者紹介 ♪
18：00～

凛とした冬のガーデンに響くアコースティ
ご存知ですか？ 今は空前の多肉植物ブームなんです。

ックギターの音色。干川博のアコーステ

そんな中、小諸が在する東信地区は夏涼しく日照量も多いことか

ィックガーデン第2弾です。今回は東京か

ら、生産者や愛好家が多く、多肉植物の聖地とも呼ばれています。

らシンガーソングライターの野田徹を迎

多肉植物は雑貨店でも気軽に手に入りますが、専門スタッフに

えてのツーマンライブをお届けします。

育て方を聞けたり、購入後もお店でケアを相談できるのは停車場

オリジナル曲を中心としたそれぞれのソ

ガーデンならでは。生産者さんが直に持ち込む苗は高品質なも

ロを楽しんだあとは、二人の個性が混ざ

のばかりです。宝石のような姿、ぷりぷりの質感、建築物のよう
なフォルム、思いもよらぬ美しい花……。可愛い気軽なものから、
本気で楽しむ貴重なものまで、一年で一番多肉植物が揃います！
多肉植物に合わせる雑貨も揃えて、生活を楽しくするアイデアも

り合う！ 三度おいしいライブをお楽しみ
ください。

♪ 干川 博

※ご予約は表面参照
～Hoshikawa Hiroshi～

★多肉植物フェア × 花と緑の学校 タイアップ講座
「多肉植物の寄せ植え」 ２/１３(土) 開催！

ポップなギター弾き語りのライブに定評があ
る。現在は軽井沢に暮らし、アイリッシュ音
楽のギタリストとして活動する傍ら、音楽の
新たな境地を開拓中。ライブの最新情報は
http:// hoshikawahiroshi.web.fc2.com/参照

壁掛けもできるマットカラーの植木鉢に多肉植物を植えて、
最後はチョークでオリジナルにデコレーションします。

♪ 野田 徹

お伝えしますよ。

※ご予約は表面参照

～Noda Toru～

力強くハスキーなヴォーカルが印象的な注目
のシンガーソングライター。ロック・ポップ
ス・カントリーなど、様々なフレイヴァーをと
りいれたアコースティックな触感のサウンド
が持ち味。都内や湘南を中心に活動中

ボランティアの皆さんが大活躍

小諸宿の華畑を見に来てください
「北国街道小諸宿のお人形さんめぐり」を一緒に盛り上げようと一昨年から始めた“小諸宿の華畑”。“小諸宿の
華”は、会場である本町通りの店先に飾られるお人形さんめぐりのシンボルです。停車場ガーデンでは古布を利用

今年は新たに「小諸宿の華のくす玉」も登場！ 先日、停車場ガーデンでボランティアさんを
募ったところ7人の方が申し込んでくださいました。本陣主屋 手仕事ギャラリーの土屋和栄先生
の元、ボランティアの皆さんには直径３０～４０㎝位の小諸宿の華の『くす玉』を2～3個制作し
て頂く予定で着々と準備が進んでおります。完成したくす玉が、ガーデンのどこに飾られるかは

懐古園三の門を背景に
フォトスポットとして
注目を集めています

お楽しみ！

みんなでお人形さんめぐりを盛り上げましょう。

寒
い
中
︑講習
会に足
運んで
を
くださ
った方
制作
に
︑
ご
協力頂
ける
あ
皆
り
様
が
とうご
ざいま
す

し、ひとつひとつ手作りした“小諸宿の華”で花畑を作成。年々数を増やして、せせらぎの丘を華やかに彩ります。

つくった
古布で つけ
り
華を飾 す
ていま

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板

停車場ガーデンだより 3月号

2016年

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
営業時間 9:00〜18:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30〜14:00
ホームページ http://www.t-garden.org

北国街道 お人形さんめぐり
3/6（日)まで開催中！

本陣主屋

創作人の物語

（2/28〜3/6） 球体関節人形／創作人形／刺しゅう、布・革コ
ラボのバック／ステンドグラス・ビトウィーン

せせらぎの丘 小諸宿の華畑

女性達が心を込めて作った古布の花が丘に咲きます。
新しい小諸の早春の風物詩になりました。

ガーデンカフェ

特製おひなさまランチ

期間中、
ランチプレートがちらし寿司などのおひな祭りの特別プ
レートになります。
1300円
（ドリンク＆ミニデザート付き）

小諸の新しい顔、あいおい公園に
みんなで草花を植えましょう！（ 植栽イベント）
小諸市より

昨年の秋、
みなさんに参加いただき樹木を植えた公園に、草花

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

ショップより 春のお祝いギフトは
プリザーブドフラワーに
メッセージを添えて。

生の花の美しさを長く楽しめる
プリザーブドフラワーは、卒業、退職、
入学、記念のプレゼントに最適！

停車場ガーデンでは、美しいアレンジで定評の渡邉真由美
さんのオリジナル作品を扱っています。1500円〜。
★オーダーもお受けします。
アレンジのイメージ、
お好きな
色、素敵なメッセージプレート付きなど、
ご相談ください。
Ｈ28年度花と緑のボランティア募集！
☎24-2525 停車場ガーデン・名小路まで
お気軽にお電話ください。

2500株を植え込みます。 ご家族やお友達 でのご参加歓迎！

こもろ花くらぶ

３／２６
（土）10：00〜12：00 受付9：30〜 ＊小雨決行

停車場ガーデンの草花の手入れを、

小諸市自慢の庭を 、一緒につくりましょう。

集合場所／公園内・図書館前の大イチョウの下（記憶の庭）
参加費無料

作業ができる服装、
軍手、
移植ごて
（あれば）持参

参加申し込み（３/１６まで）／小諸市都市計画課☎22-１７００

★あいおい公園の愛称募集
みなさんにより親しまれ、魅力を感じる名前

を募集しています。
締め切りは3/31。
ご自分のお名前、
連絡先も入れてください。

ご応募は都市計画課まで（FAX24-3570）

停車場ガーデン・３月の講座案内
3/1７
（木）14:00〜15：30
椅子を使った今話題のエクセサイズ
ジャイロキネシス

自分のペースでいつからでも始められます。運動不足解消に！
講師：柳沢絵美
（ジャイロキネシストレーナー）
参加費1000円 定員各7名

3/24・31（木）10：00〜12：00
デコ巻き寿司講座〈梅・うぐいす〉
春告鳥のうぐいすと、
小諸の市の木
気品高い梅の花を巻きます。

参加費3000円 定員各日10名
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
持ち物/エプロン、
包丁、
ふきん、
はかり、持ち帰り容器

裏面に
詳しく

作業日：毎週金曜9：30〜11：00
専門ガーデナーと一緒に行います。

ガーデニングを学ぶ場にもなり、汗

を流した後のお茶会も楽しみです。

こもろ山野草クラブ
作業日：第2火曜と第4金曜

9：30〜11：00

浅間山麓の山野草や樹木が約180種植えられている
「浅間山
麓野草園」
の手入れをしています。他に山歩きや学習会などの
企画もある楽しい会です。長野県の自然観察、
山野草のスペ

シャリスト柴平志保子さんがリーダーで、専門知識も学べます。

講座はすべて要予約です／停車場ガーデン☎２４２５２５

花と緑の学校（園芸入門講座 ）
9:00〜10:30

３/１２（土）
春植え球根

種類と育て方

講師／中村勝廣

定員12名 ２00円

小諸の気候が大好きなダリア、
カラーやグラジオラスなど
夏に花を楽しむ球根をもっとお庭に活用しましょう。

３/26（土）

9:00〜10:30

ここがポイント・花木の剪定
講師／中村勝廣

定員12名 ２00円

花木の剪定は花芽を見極めることがポイントです。

花を咲かせて姿も整えられる剪定方法を学びましょう。

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板

停車場ガーデンだより 4月号

2016年

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30〜14:00
ホームページ http://www.t-garden.org

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

桜まつり期間中の4月14日(木）、2１(木)と大型連休中5月5日(木)は営業いたします。

春の花咲くガーデンにおいで下さい！
停車場ガーデンでは、約300
種類の草花を育てています。
コモロヤエベニシダレやコモ
ロスミレも見られます。

4/9(土)〜4/30(土)

懐古園 桜まつり

お花見帰りはガーデンカフェでお茶しませんか？

長門牧場のソフトクリーム、生ビール 4/1から再開！

桜さくハンドクラフト展
4/16(土)〜29(金)
本陣主屋 10:00〜17：00
小林純子パッチワークキルト・押し花展／思い出の着物をパッチ

ワークキルトに、 春の装い〜帽子.和服のリメイク
アルミアート花器／長崎隆夫.長崎真一

春のつるし飾りと5月飾り／和小物愛好家の皆さんの展示

グループ
「陶工舎」陶芸展／大山重好.前原正晴.都丸和也.新妻秀彦

暖かい日はテラス席がおすすめ。三の門の桜も見えます！

体験教室 要予約☎24−7788

4/23(土)〜5/8(日) 庭仕事の道具フェアー

4/8、
22
（金）
10：00〜12：30

シャベルやジョーロ、霧吹き、
グローブなど、
便利で使
いやすい道具をそろえました。 詳しくは裏面→
スタッフが使っておすすめできるものです。

ガーデンマルシェ出店者募集！ ☎24-2525
5/22(日)10:00〜15:00

参加費1000円 20区画

手作り品、野菜、
パン、
お菓子などの販売出店者を募集。
震災復興支援 ・さくらさくライブと同時開催となり賑

やかな一日となります。→詳しくは停車場ガーデンHP参照
登場！ 「まる屋」さんのパン
4/16 新
黒豆と豆乳パン、
くるみパン、豆乳おからパン、
ごまきなこパンなど、
自然豊かな地元の素材
を生かした滋味豊かなパン。1個120円〜。
毎週土曜日に、停車場ガーデンで販売！

停車場ガーデン・4月の講座案内
講座はすべて要予約です／停車場ガーデン☎２４２５２５

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

4/9（土）

9:00〜10:30

園芸鋏、鎌、包丁の研ぎ方
講師／中村勝廣

定員8名 ２00円

園芸鋏は刃が命！ 実際に一緒に研いで手入れの仕方を
学びましょう。 持ち物：園芸鋏や包丁、手ぬぐい、砥石

4/23（土）

9:00〜10:30

どっさり採れるブルーベリーの栽培法
講師／中村勝廣

定員14名 ２00円

「おかげさまで沢山採れました。」
と毎年大反響の人気講座
です。
どっさり収穫の秘訣教えます。

1500円(材料費込)

端午の節句・古布でつくる鯉と童 講師：土屋和栄

5/1(日)〜4(水)

本陣主屋

手紡ぎ・手織り草木染「うさとの服展」
タイの農村女性たちと日本のデザイナーによって作られるフ
ェアトレード商品。
ハンドメイドのナチュラル感たっぷりの製
品を是非手に取ってご覧ください。
主催：森の種／伊藤かずお

4/2.9.16.23.30（土） 8:30〜9:30

今年から毎週土曜日の朝は空ヨガの日。
雨天中止
講師：前川とし子 参加費500円 定員10名
持ち物：ヨガマット
（なければブランケットなどの敷物）

空ヨガ 場所：せせらぎの丘
4/7（木）14:00〜15：30

椅子を使った話題のエクセサイズ ジャイロキネシス

自分のペースでいつからでも始められます。運動不足解消に！
講師：柳沢絵美（ジャイロキネシストレーナー）
参加費1000円 定員各7名 裏面に講師の紹介⇨

4/28（木）10：00〜12：00
デコ巻き寿司講座〈母の日のお花巻き寿司〉

どんなお花が登場するかお楽しみ！お花2種類を巻きます！
参加費3300円 定員10名
講師：深利麻里（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
持ち物/エプロン、包丁、
ふきん、
はかり、持ち帰り容器

4/28（木）14：00〜16：00
Ws．Watanabe 花のアレンジレッスン
「ふんわり優しいピンク&パープル」

母の日ギフトにピッタリなプリザーブドフラワーのアレンジ。
ジュエリーのようなパールピックを添え上品に仕上げます。
講師：渡邉真由美 参加費3900円（材料、お茶代込）定員10名

４月２３日(土)〜５月８日(日)

ジャイロキネシス始めませんか

庭仕事の道具フェア
停車場ガーデンガーデナーが実際に使ってお墨付きの庭道具を集
めました！自身と相性のよい道具はストレスなく、さくさく作業が進
むため使っていて楽しくなります。質のしっかりしているものは長い
つきあいになり、庭とともに味がでてきます。庭仕事が忙しくなる春、
お気に入りの 相棒 を見つけてください。
ＨＡＷＳのジョーロ…ガーデニングの本場イギリスの
老舗HAWS社のジョーロは、持った時の重量バランスが良く、
安定して注げます。また、カラーバリエーションの豊富さに加え、
塗装もしっかりしているので禿げたりしません。置いてある
だけで絵になるたたずまいの良さも注目です。
ＳＰＥＡＲ＆ＪＡＣＫＳＯＮの移植ゴテ…イギリスで創業250
年のガーデンツールメーカ―。S&Jの移植ゴテはノーマルと細
口の2種類をご用意。厚みのあるステンレス製なので錆びに強
く曲がりにくいしっかりとしたつくりです。細口タイプには目
盛りがついていて球根を植える際などに重宝します。持ち手は
優しい握り心地の天然木で、経年変化が楽しめます。革紐つ
きなのでひっかけて収納できます。
クールスカーフ…アメリカで人気のクールスカー
フは保冷ジェルの入ったスカーフ。水に浸すと保冷
ジェルが膨らみ冷却効果が持続します。繰り返し何
度も使えて、暑くなるこれからの季節におすすめで
す。アメリカならではの華やかなプリントは日本で
はなかなか見つけられません。

ジャイロキネシスとは
ニューヨークで生まれた、バレエダン
サーのためのエクササイズ。そう
聞くと敷居が高いけれど、椅子
を使ってやるので車いすや高
齢の方、スポーツ経験のない方でも大丈夫。
ヨガやピラティスが静止してポーズを取るのに
対し、ジャイロキネシスはリズミカルな呼吸に合
わせて円運動を継続します。痛む部分を直接動
かさなくても、気持ちよく体を動かしているうち
に良い流れができ、痛かった部分が自然と動くよ
うになることも…。加齢や痛みで「伸ばせない」
「痛い」という思い込みを取り払い、本来持つ素
直な力を引き出してくれます。

講師：柳沢絵美さん
Ｒ 認定トレーナー）
（ＧＹＲＯＫＩＮＥＳＩＳ○

モデルや女優を経て介護の職に就き、心身とも
に疲れている時にジャイロキネシスと出会う。現
在トレーナーとして所属している「ＭＭＫ」代
表の世界的バレエダンサー宮内真理子の表現

ＮＩＳＨＩＧＡＫＩの鋏…Made in Japanのゆるぎない品質。
金物の町兵庫県三木市で1974年創業の刃物メーカーが作
る園芸鋏は軽量で使いやすく切れ味は申し分なし。耐久性
にも優れているので長く愛用できます。英国ガーデナーも
愛用する和鋏の一品です。
平成28年度
停車場ガーデン

今話題のジャイロキネシス。 停車場ガーデンでも２月
から講座がスタート。毎月開催予定です。

花と緑の学校 講座予定表

力豊かなジャイロキネシスに魅了され、彼女に
師事し資格を取得。
★ＭＭＫホームページ http://m mk-art.co.jp/

・日程：毎月第２・４土曜日 ・時間：AM9:00〜AM10:30
・場所：停車場ガーデン

※全講座予約制です。材料準備がある講座のキャンセルは、２日前から料金が発生
☆は実技
第２土

●は講座

※持ち物や詳細はお申込時にお問い合わせください
講座内容

第４土

℡0267-24-2525

講座内容

4/ 9☆

園芸鋏、鎌、包丁の研ぎ方

4/23●

どっさり採れるブルーベリーの栽培法

5/14●

簡単おすすめハーブ栽培と活用法

5/28●

多肉植物を仕立て直して魅力復活

6/11●

「食べてみよう！」野の草

6/25☆

ラベンダーの魅力とストラップづくり

7/ ９●

カラーリーフでお庭をセンスアップ

7/23☆

コケを楽しむ箱庭づくり

—休講—

8/27●

夏の宿根草リフレッシュ ～切り戻しと剪定～

9/10●

小諸の風土に合った植物たち

9/24●

小諸八重紅枝垂の剪定

10/ ８●

園芸から生活まで役立つひもの縛り方

10/22●

ユーフォルビアやセダム

11/12●

鉢植え植物冬越しテクニック

11/26☆

天然素材でクリスマススワッグ作り

12/10●

停車場ガーデン今昔物語

8/13

12/24

—休講—

—休講—

1/22●

春の計画 カタログショッピング

2/12☆

多肉植物の寄せ植えにチャレンジ

2/26●

バラの冬剪定と育て方

3/12●

カラフル野菜をガーデンに取り入れよう

3/26●

庭を立体的に見せるつる植物

1/ ８

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板

停車場ガーデンだより 5月号

2016年

駐車場案内はこち
らでご覧下さい。

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30〜14:00
ホームページ http://www.t-garden.org

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

★連休中5月5日(木)は営業いたします。

カフェ＆レストラン
園芸ショップ

３台（車イス優先）

小諸駅前の花の名所

停車場ガーデンの花が見頃です！
香りの庭

カフェテラス

高山植物

おいしいガーデン
（ハーブ等）

花の見頃案内

里の庭

「停車場ガーデン日記」
に掲載。URL；
http://t-garden.org/gardendiary
例年の開花状況もご覧になれます。

5/8(日)は母の日／素敵なプレゼント商品をそろえました。

地元産カーネーション
（400円〜）
、
手編みのつるかご入り寄せ植
え、
ピンクのバラのプリザーブド ＊５/８はラッピング無料

感じて！ハーブフェア

5/14(土)〜29(日)

ガーデンの
「ハーブめぐり」
の案内マップをさしあげます。
いろいろなハーブの苗、
ハーブの刺繍小物などを販売します。
ハーブ・メニューやハーブティーもどうぞ！ →裏面に記事

ガーデンマルシェ＠停車場ガーデン
5/22(日) 10時〜15時

花井戸

明治のレンガ倉庫

→裏面に記事

雨天：東西自由通路

新鮮野菜、
パン、
お菓子、
農産物加工品、
ハンドメイド小物
缶バッチ作りのお店が並びます。

同時開催 震災復興支援 第6回さくらさくライブ
＠せせらぎの丘 11：００開場〜17：００
（雨天12:20〜16：０
０)14組の音楽・パフォーマーが出演。
おいしい屋台、
キッズコー
ナーもあります。主催：さくらさくライブ実行委員会

★婚活パーティー／セミナー&交流会（食事付き）

小諸駅

停車場ガーデン・５月の講座案内
講座は、
すべて要予約／停車場ガーデン２４２５２５まで

●花と緑の学校

5/14
（土）
9:00〜10:30 講師／のなかかつこ
簡単おすすめハーブ 栽培と活用法

食べる・飲む・育てる、暮らしに役立つハーブを学んでみませんか。
参加費500円
（ハーブティー付き）定員１４名

5/28
（土）
9:00〜10:30 講師／中村勝廣
多肉植物仕立て直して魅力復活

ひょろひょろ伸びる。大きくなりすぎた。
そんなお悩み一気に解決。
元の姿に仕立て直す方法を伝授。 参加費200円 定員14名

■空ヨガ 5/7.14.21.28(土) 8:30〜9:30
場所：せせらぎの丘
講師：前川とし子

雨天中止

参加費500円 定員10名

持ち物：ヨガマット
（なければブランケットなどの敷物）
、
飲み物

5/20（金）
19：00〜21：00 停車場ガーデンカフェにて
定員：30代男女各10名参加費：男性4000円 女性3000円
主催・申込み：小諸市文化センター働く婦人の家 ☎23−8880

＊野外の風を感じながら体を動かすと気持ちですよ！

本陣主屋の催し 詳細お問い合わせ：☎24−7788

講師：柳沢絵美（ジャイロキネシストレーナー）参加費：1000円

■椅子を使った今話題のエクササイズ ジャイロキネシス
5/19（木）14:00〜15：30

うさとの服展 5/1(日）〜4(水） ハンドメイド服の展示販売。 定員：各7名 持ち物：ヨガマット(ある方）、飲み物

手づくな展 5/20(金)〜25(水） 布小物、
レジンアクセサリー、 ＊初心者でも大丈夫！イメージを大切にしながらの楽しいエクササイズ。

プリアート、
ミニチュアクラフトの展示。
体験教室あり
（500円〜）。

本陣手しごと講座

参加費各1000円
（材料費別）

●つるし飾り
（土屋和栄）5/13.27(金)午前 ●籐工芸
（伊東照
代）5/17
（火）
午前、
午後 ●あみもの5/10.24(火)午後

「小山田いく先生追悼資料展」

4/29(金）
〜6/12(日）2会場で開催
本陣主屋、
民宿 懐古苑（10：00〜16：00）

漫画家の小山田いく先生が3月に逝去されました。
小山田先生の著作や原画作品、
当時掲載された雑誌、
在りし日の
スナップ写真、
ファンと交わした手紙などを展示いたします。

■デコ巻き寿司講座

5/12.26（木）10：00〜12：00

今月の絵柄／アンパンマン、
ハート♡ どちらも人気の絵柄です。
講師：深利麻里（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
参加費3300円 定員：：各日10名

持ち物：エプロン、
包丁、
ふき

ん、
デジタルスケール
（計量器）持ち帰り容器

■Ws．
Watanabeの花のレンジレッスン
5/26（木）14：00〜16：00

テーマ：生花のアレンジ／さわやかグリーンのテーブルリース
講師：渡邉真由美

参加費3900円
（材料、
お茶代込）
定員10名

＊可愛い小花でさわやかな初夏のテーブルを演出します。

5月14日(土)～29日(日)

みて きいて ふれて かおりをあじわって

感じて！ハーブフェア
一年に一度、ハーブを五感で楽しむ特別な2週間が始
まります。期間中はハーブ苗が大充実。特設売り場に
は普段並ばない種類のハーブもラインナップします。
ハーブがモチーフのグッズが並ぶのもこの時期だけ。
数量限定でガーデンのハーブマップもご用意します。
フレッシュな緑の中、さぁ感じてハーブフェア！！
停車場ガーデン内には宿根草と一緒にたくさ
んのハーブも植えられ景色を作っています。
マップを手に、散策しながらご覧ください。

みて！

きいて！

ふれて！

かいで！
あじわって！

5/14のハーブ講座で始まる今年のハーブフ
ェア。これからハーブを始めたい方は是非
ご予約を！ 常駐のガーデナーに色々聞け
るのも停車場ガーデンならではです。
ハーブには触り心地に癒されるものもあり
ます。ショップにはハーブグッズも並びま
す。どちらも手に取ってご覧ください。
ハーブの醍醐味はその香り。実際に香りを
かいで好みのハーブを見つけてください。

NEW まる屋 小林麻美さん
パン屋さん紹介
４月中旬から停車場ガーデンに新しいパン屋さん
の商品が並んでいます。上田の人気店「ルヴァ
ン」で修業をし、伊豆諸島の新島でパン店を営
んでいた小林さんが東御市八重原で新たに開業
した「まる屋」さんのパンです。栄養士でもある
小林さんは、味だけでなく素材選びにもこだわり
あり！ 安心して食べられる地元の食材を厳選。
小麦粉は全て信州産もしくは八重原台地産のもの
を使用しています。パン以外にも、北御牧産大豆
100％で作られる「みまきとうふ」製造の際に出る
おから をふんだんに使った乳製品・卵不使用の
「おからの発酵ｸｯｷｰ」
も販売予定。パンは、
毎週土
曜に週替わりの３、４種類が登場するので、土日の
お買い求めがおすすめです。「地元の人に食べても
らいたいから」と、価格は120〜480円とお手頃。
「食の好みは人それぞれ。ハード系から甘いパンま
で幅広くお出ししますので、ご意見お聞かせくださ
い」と小林さん。お店の最新情報は、「まる屋」の
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸﾍﾟｰｼﾞをチェック。
まるプレッツェル
店名にちなんだ丸い
形が特徴

ガーデンカフェにはハーブを使った特別
メニュ―が登場予定です。

ワイン
ブレッド
信州産ワインとクルミ
＆レーズンを練りこん
だ、風味豊かでリッチ
なパン

5月22日(日) は 大手門公園におでかけください
11：00～18：00
10：00～15：00

ガーデンマルシェ
採れたての新鮮野菜やハンドメイド小物、手づくりの
お菓子、100円缶バッチ屋などが出店します。「さく
らさくライブ」と同時開催なので、ライブと共に楽し
めます。花ざかりのガーデンに、ピクニック気分でお
でかけください。
※雨天は東西自由通路にて開催

ハンドメイド・手づくり品・野菜・果物・農産物加工品
・花などの出展者募集中です。ワークショップなどの
体験ブースも大歓迎です。出店条件・詳細・申込みは、
停車場ガーデン（☎24-2525）まで。

おくやみ

出身地である小諸を舞台とした作品で人気を博
し、コミュニティーバスの絵でもおなじみだった小山田いく
先生が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

さくらさくライブ
東日本大震災と長野県北部地震の支援のために始
まった「さくらさくライブ」も今回で６回目。
震災を風化させないこと
本当に手助けを必要
としているところへ義援金が届くこと という目的
のもと、地元アーティストを中心とした多ジャンル
の音楽ライブやダンスが繰り広げられます。
場所は大手門公園内「せせらぎの丘」。地域のお店
や協力団体による屋台も広がります。
※雨天は東西自由通路にて、12:20〜16:00に開催
【問い合わせ】090-7280-7675（荻原）
【出演予定者】※出演予定順
森谷明仙、小諸高校吹奏楽部、うららな会、大浅間火
煙太鼓保存会、ホーリーグランド、干川博、坂本明央、
サブニュマ、赤塩正樹、坂口ユキコ、オギタカ＆星山剛
＆ショウ、吉祥美玲恵、小諸センゴク甲冑隊、Bashico

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板

停車場ガーデンだより 6月号

2016年

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30〜14:00
ホームページ http://www.t-garden.org
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（停車場ガーデン管理運営NPO）

木彫り アートの展示をめぐり、
満開の花を満喫してください！

お花畑の動物アート展

チェーンソーアートの実演
６/4(土）
、
11(土）
、
12（日）
11時〜15時

6/4（土）〜6/19（日）
木彫作家・饗場良夫さん
（諸在住）
作の動
物たちが、
停車場ガーデンやせせらぎの丘
のあちこちで待っています。
ガーデンの花もちょうどみごろ。
親子で、
ご家族で、
ご来場ください！
★カフェでは、
長門牧場のソフトクリーム
も楽しめます！

バラ展

カフェより／期間限定・ガーデンで採
れたサマープリンセスのスムージー、
５００円登場！

見ているうちに、
みるみる
形ができてきます。
オリジナル表札などの
注文もできます。
（1500円〜）

本陣主屋
6/10(金)〜25(土）

バラの季節に、
さまざまなジャンルの手
づくり作家が一堂に
「バラ」
をテーマとし 【 バラの体験教室 】要予約 ☎0267-24-7788
6/13・27 午前 軽量粘土で作るバラ
（土屋和栄）
た作品を展示。販売あり、創作教室あり

で、
「バラ」
を満喫して頂ける展示会です。 6/6・20 午前

・デコパージュ /田川美鈴、
江口和子他
・アメリカンフラワーとビーズ /小山納津美
・ポーセラーツ /長谷川和子
・プリザーブドフラワー /渡邉真由美
・粘土と布花 /土屋和栄

停車場ガーデン・６月の講座案内

古布で作るバラのコサージュ
（土屋和栄）

6/21 午前・午後
6/15・29 午後

籐のインテリア
（伊東照代）

ポーセラーツ
（長谷川和子）

6/11・18・25 午後 プリザーブドフラワー（渡邉真由美）
参加費各1000円
（材料費別）
午前10:00〜12:30 午後13:30〜15:30

講座は、
すべて要予約／停車場ガーデン２４２５２５まで

◆空ヨガ 6/4.11.18.25(土)
8:30〜9:30
毎週土曜の朝はヨガでリフレッシュ！緑の芝生に囲まれて爽やか
ですよ。
場所：せせらぎの丘 雨天中止
講師：前川とし子／参加費500円／定員10名
持ち物：ヨガマット
（なければブランケットなどの敷物）
、
飲み物
◆椅子を使った今話題のエクササイズ ジャイロキネシス
6/16
（木）
14:00〜15：30

イメージを大切に気持ちよく身体を動かしていきます。
講師：柳沢絵美
（ジャイロキネシストレーナー）
／参加費1000円
／定員各7名／持ち物：ヨガマット(ある方）
、
飲み物

◆デコ巻き寿司講座

今月の絵柄／くまモン・スイカ
6/23・30
（木）
10：00〜12：00

人気のゆるキャラくまモンと熊本名産スイカを巻き寿司に！
熊本地方の震災復興を応援として、
レッスン料の一部を義援金
として寄付します。
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）／

参加費3300円 ／定員各日10名／持ち物：エプロン、
包丁、
ふ
きん、
デジタルスケール
（計量器）
持ち帰り容器

◆Ms．
Watanabeの花のアレンジレッスン

6/30（木）14：00〜16：00

テーマ：マリン・マリン・ブルー
プリザーブドフラワーと貝殻なども使い海をイメージします。
アンティーク風のフレームに可愛らしさもプラスしたアレンジに！
講師：渡邉真由美／参加費3900円
（材料、
お茶代込）
／定員10名

●花と緑の学校 ※要予約
6/11
（土）
9:00〜10:30
「食べてみよう！」
野の草

講師／柴平志保子

参加費700円 定員14名

身近な食べられる野草を紹介。種類や見分け方などを学びます。
お手製の野草料理を味見しながら、柴平流レシピも伝授します！

6/25
（土）
9:00〜10:30 講師／のなかかつこ
ラベンダーの魅力とストラップづくり
参加費700円

定員14名

万能ハーブと呼ばれるラベンダー、
その魅力とお手入れ方法を学び

ます。
ラベンダーを使って香りの良いストラップも作ってみましょう！

お花畑の動物アート展

6/4（土）〜6/19（日）

さあ、どこにどんな動物が飾られるかな？
きれいな花を楽しみながら、探してね！
＝花のみごろ案内
カフェ前のグラハムトーマ
スやナエマなどイングリッ
シュローズが芳しい香りを
漂わせながら咲いています。

浅間山麓野草園では、
ヤマオダマキやヤナギ
ランが浅間山を背景に
可憐に咲いています。

本陣主屋
「バラ展」
6/10( 金 )〜
25( 土）

停車場
ガーデン

せせらぎの丘

せせらぎの丘には緑の芝
生をキャンパスにスイレ
ンやミソハギ、クサレダ
マなどが風景を描きます。

おいしいガーデンにはイ
チゴが可愛い実を結び、
ムギセンノウが見頃を迎
えます。たくさんの野菜
もすくすく育っています。

里の庭ではクナウティアやルドベキア
が花盛り、レンガ前では寒河江ギボウ
シやカライトソウが存在感を出してい
ます。ヤマアジサイはしっとり咲いて、
エキナセアが元気よく彩ります。

小諸駅

ディスプレイガーデンは、
夏涼しい信州ならではの多
肉植物の庭。なんとも不思
議な形の植物たちです！

作家紹介：饗場良夫（あいばよしお）さん
諸の飯縄山の麓にアトリエ（シトロン）を持つ木彫り作家で、丸
太からチェーンソーで様々な作品を生み出します。

どこか愛嬌のある動物達は、実物大のクマから 10 ㎝のものまで。
飯縄山のゲートなどにも飾られています。県内の様々なイベント
に呼ばれることも多く、実演パフォーマンスが人気です！
テーマとしている動物は、クマ、サル、イヌ、ネコ

展示会では販売できる作品もたくさん用意しますので、

呼ぶ神の使いと大事にされ、日本でも「不苦労」の

届けします。また、オリジナルのものが欲しい方は実演

や野生の鳥など。特にフクロウは、西洋では幸せを
当て字や、
「借金で首が回らない」ことにならない
お守りとして飾られることもあります。

「花と緑の相談所」よりお知らせ

お好みのものをお持ち帰りいただけます。市内ならばお
の時に作家にご相談ください。お宅の庭に、世界に一つ
だけのユニークなオブジェを置いてみませんか？

☎0267-24-2525 ／停車場ガーデン

■金曜午前に、園芸相談をお受けします。

■園芸相談の出前サービスはじめます。

廣がガーデンにいる相談日が金曜日の午前中に

ある、庭づくりのアドバイスが欲しいなどの

園芸のエキスパートである主任相談員、中村勝
なりました。園芸で困ったことなど、よろず相
談お受けします。不在の時もありますので、中
村に相談希望の方は事前にご確認お願いします。

お宅の庭で、どうもうまくいかないところが
ご要望にお応えし、園芸の専門家が出張サー
ビスを行います。
（出張経費をお願いします

／ 1500 円〜）くわしくは、お電話にてご相
談ください。

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」
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JR高速バス・チケット販売終了のお知らせ

誠に勝手ながら6月末を持ちまして、
停車場ガーデンでのJR高速バスの予約券販売を終了します。
長らくのご利用ありがとうございました。
詳しくは、
JRバス関東(株）小諸支店☎0267-26-0030まで。

入場

無料

今年もやります！

城下町フェスタ
→裏面に記事

停 車 場 ビアガーデン

迎！
げ銭歓

＆アイリッシュ・セッション

投

7/ 30（土）1６:00〜21:00

地ビール勢揃い！
よなよなエール（ 生 ）
OH!RA!HOビール（生）
THE軽井沢ビール、

マンズワイン
おいしい屋台いろいろ

ク
ミュージッ
ス
ン
ダ
い
楽し
生ビール！
た
え
冷
ノリのいいアイルランドのダンス音楽で、
＆
。
す
ま
毎年、踊りの輪ができますよ！
しめ
ご家族で楽

定番おつまみ、軽食
ちょっとグルメなバル風一皿

(雨天は店内/出店なし)

停車場ガーデン・7月の講座案内
講座は、
すべて要予約／停車場ガーデン２４２５２５まで
椅子を使った今話題のエクササイズ ジャイロキネシス
７/７
（木）
14:00〜15：30 講師：柳沢絵美

イメージを大切に気持ちよく身体を動かしていきます。
参加費1000円／定員7名／持ち物：ヨガマット(ある方）
、飲み物

セッションリーダー：坂本健、干川博
★セッションに参加希望の方はお電話
ください。24-2525( 停車場ガーデン）

古布で作る魚展

7/1(金)〜8/31(水)木曜定休 ＠本陣主屋

立科で活動されている愛好家の皆さんが、古布で作ったサ
ンマ、鯛、鮭、
タコなどの楽しい海の生き物たちを展示します。
体験/古布で作る金魚や鯛 600円〜（材料込） ＊いつでも可

スチール缶をアンティーク風に〜加工テクニック講座

◆はた織り体験 （親子でどうぞ！）

デコ巻き寿司講座 ／紫陽花ちらし寿司・かたつむり

◆本陣主屋・手仕事講座◆

7/14(木)10:00〜12:00 講師：中嶋祐子
インテリアや多肉の寄せ植えに。
作品はお持ち帰りできます。
参加費3200円／定員6名／持ち物:エプロン、
ぼろ布

７/２１・２８
（木）
10：00〜12：00

講師：深利麻里
おもてなしにぴったりの華やかなちらし寿司
（ミニサイズ）
と、
デコ巻
きの技法が盛りだくさんのかたつむり。

参加費3300円／定員各日10名／持ち物：エプロン、
包丁、
ふきん、
デジタルスケール
（計量器）
持ち帰り容器
ねこ魔女の森・ハーブとアロマの基礎講座

薔薇の香りにつつまれて

7/21
（木）13:30〜15:00(木) 講師：ねこ魔女の森管理人

女性ホルモンのバランスを整えてくれる薔薇の香りのお話と、
ロサ・
ダマスケなど香りよい薔薇を使って、
サシェもつくってみましょう。
参加費：2500円／定員：１０名
Ms．
Watanabeの花のアレンジレッスン アロマ香るリラックスア

レンジ

7/28
（木）
14：00〜16：00

講師：渡邉真由美
元気が出るビタミンカラーのアレンジ。 アロマオイルを含ませた
サシェをしのばせて、
香りからもパワーをいただきます!
参加費3900円
（材料、
お茶代込）
／定員10名

随時可能。7/18(月)〜10月末までご予約できます!
昔の立派なはた織り機を使って素敵なものを織りましょう。
所用時間：約1時間／大人1800円、子供1300円
（小学生）
編み物 7/12(火).26(火)13:30〜15:00
籐工芸 7/19（火）10:00〜15:00
つるし飾り 7/8(金).22(金）10:00〜12:30
講座の予約/☎0267-24-7788( 本陣主屋）

●花と緑の学校 ※要予約

7/9
（土）
9:00〜10:30 参加費200円 定員14名
カラーリーフでお庭をセンスアップ (講師／名小路雄)

おしゃれな庭は
「葉の使い方」
が違います。
日陰の庭もカラーリー
フで魅力的に。葉で魅せる庭を目指しませんか?

7/23
（土）
9:00〜10:30 参加費1700円 定員８名
コケを楽しむ箱庭作り （講師／名小路雄）

今ブームのコケを主体に、弁当箱大の自分だけの小さな風景をつ
くります。
いろいろな素材も提供。
お持ち帰りいただけます。

の取り組みから生まれた、夏向けのステキな商品を紹介します。
クラフトテープで編まれたかごは軽くて低価格。そこに柿渋で風合を出し、
布との組み合わせも工夫しました。この夏は、和風の粋なデザインも登場。
「地域の方も加わったメンバーは、現在 16 名。スタッフや支援者が主にか
ごを編み、グループホームの住人はタグの『癒される絵』を描いたりスタ
ンプを担当。みんなの力でできた作品が、停車場ガーデンの棚に並んでい
るのは励みになります」 と、蔵太隊の隊長の武井千春さん。

お中元などの詰め合わせ、おつくりします。
停車場ガーデンでは、しののめ作
業所のクッキーも販売しています。

小諸なる

障害者を支援する社会福祉法人・小諸学舎の「グループホーム塩野生活舎」

古城のほとり カ フ � テ ラ ス

300 円〜

生麦酒 よな よ な 飲 み て

小諸学舍・蔵太隊の和風バスケット

草枕 しばしなぐさむ ︵ BY
と�さん︶

くらふとたい

夏の夕暮れのカフェにおいでください。
冷えた生ビール・ワインはいかがですか？
★よなよなエール（生）ご用意あります！

軽くて丈夫、シンプルなデザインで人気
こもろがくしゃ

他にも地場産品がいろいろあり、
このバスケットにお好きなものを
つめて、心の伝わるお使い物はい
かがですか？ お気軽に、スタッ

ラストオーダー 18:00

フにお声かけ下さい。

本陣主屋「小山田いく先生追悼資料展」８／２８まで延長
今年３月に亡くなった漫画家の小山田いくさんのファンの有志が、所蔵する作品を
持ち寄って開催した追悼展。6/12 終了予定でしたが、夏休みまで伸ばして欲しいと
いう熱い声を受け、本陣主屋では規模を縮小して継続します。これまで 400 人余り
が来場。ファンの多くは代表作の「スクラップブック」でとりこに。
「純なラブコメと、
その舞台となっている高原のまちにあこがれた。山並みとクリスタルグリーンの針
葉樹の風景を愛した先生の、詩情豊かな世界観が大好き。小諸に来るとそれが現実
にある」とまとめ役の関さん。遠くは沖縄から北海道まで、「いてもたってもいられ
ずにきました」「自分の人生に大きく影響を与えた作品です」と、来訪者ノートには
熱いメッセージが並んでいます。ファンの中には、作品を読んで自殺を思いとどまっ
た人、作品を通して親子の会話を取り戻した人など、先生に励まされ助けられた人
などもいるそうです。小諸から生まれた小山田さんの作品が、ずっと読み継がれて
いって欲しいものです。スクラップブックは、本陣主屋でも読むことができます。

第５回

９/１７（土）〜９/２２（木 / 祝）
主催：城下町にぎわい協議会
詳細は、フェイスブック「信州小諸・
城下町フェスタ」をご参照ください。

ギャラリーへの出品、１日シェフ、
体験講座企画を募集します！
小諸城下町の歴史を活かしたにぎわいづくりを目指して、
今年も歴史的建物を使ってのアートや手仕事のギャラ
リーをめぐり歩くイベントを行います。
オリジナルの作品を出品・販売したい方、「町屋の日替
わりランチ」で１日シェフをやってみたい方、体験企画
（有料可）で人を集めたい方、下記までご連絡ください。
本陣主屋 0267-22-7788（本陣主屋／土屋）

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板

停車場ガーデンだより 8月号

2016年

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30〜14:00
ホームページ http://www.t-garden.org

夕涼み

水遊びガーデン

★停車場ガーデンは、
８／10
（水）
１１
（木）
１８
（木）
も休まず営業いたします！

スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！
せせらぎの丘
16時〜17時

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

★本陣主屋は、
１１
（木／祝日）
は営業し、前日の

8／5（金）、8／７（日）

10（水）
に振替休業いたします。

悪天候：中止

生ビール＆一品セット 600円
ご好評の、
「夕涼みにテラスで生ビール」。
ちょっとおいしい一皿をご用意しました！
★冷ワインもセットにできます。

芝生の上で裸足で遊べます。
水鉄砲もありますよ?！
申し込み不要どなたでも参加無料
★小学生低学年以下は、保護者の方とご一緒に
★帽子、水分補給など熱中症対策をお願いします。

【小諸市より】

市役所横の公園の愛称は、

「相生坂公園」
に決定しました！

古布で作る魚展
8/31(水)まで

木曜定休

みなさんから寄せられた名称の中から5つにしぼって公

＠本陣主屋

蓼科で活動されている愛好家の皆さんが、古布で作ったサ
ンマ、
鯛、
鮭、
タコなどの楽しい海の生き物たちを展示します。
体験/古布で作る金魚や鯛 600円〜（材料込） ＊いつでも可

夏休みはた織り体験

8/31（水）まで

昔のはた織り機で、手提げバック、ショルダー、壁掛
けなどが作れます。夏休みの宿題にいかがですか？
今年は織機2台導入、親子やお友達2名同時に制作可能
になりました！
制作時間：約1時間 要予約・小3以下は保護者同伴
参加費：大人1800円
子供1300円（小学生）

◆本陣手仕事講座◆

予約☎0267-24-7788

編み物 8/9(火). 23(火) 籐工芸 8/ 16（火）
つるし飾り(鯛)8/12(金). 26(金）

停車場ガーデン・８月の講座案内

330票を獲得した
「相生坂公園」
（名称提案者・土屋英
雄さん）
に決定しました。詳しい結果は、市のホームペ

ージ・トップの新着情報（7月20日）
をご参照ください。

ご参加いただき、
どうもありがとうございました。

旧大手門駐車場のあり方について、
ご意見をお
寄せください
（裏面参照）

昨年、
旧大手門駐車場を市が公園用地として取得し、
た

だいま基本設計の検討が進んでいます。

駐車場としての利用も含め、
みなさまの意見を伺いなが

ら９月末には計画をまとめる予定です。

旧大手門駐車場は今年度は駐車場として利用できます
が、来年度は工事に入るので閉鎖される予定です。

講座は、
すべて要予約／停車場ガーデン２４２５２５まで

◆8/18、
25
（木）
10：00〜12：00
デコ巻き寿司講座 【ペンギン・アザラシ】

可愛い海の生き物ペアです♡
簡単に作れますのでキャラ弁にもおすすめです！
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
参加費3300円
定員各日10名
持ち物/エプロン、
包丁、
ふきん、
、
持ち帰り容器
（大皿かタッパー）

◆8/25
（木）
14：00〜16：00
Ｍs．
Ｗatanabeの花のレンジレッスン
「デザイナー渡邉アキヒコの作品を作ってみよう！」
講師：渡邉真由美

開で投票をお願いしたところ、有効票数964票中の

参加費3900円
（材料、
お茶代込）
定員10名

昨年他界されたフラワーデザイナーの作品の中でも評価の高
かった、
「大輪の赤バラの豪華なアレンジ」
にチャレンジします。
ガーデンでも教えていた先生を思い出しながらの楽しい会です。

◆9/1(木) 10:00〜12：30
かんたんDIY！ ウッドボックスを作る

木とバーベキュー網を使っての薄型のボックス
（横51 奥行き
31 高さ9㎝）
を作ります。庭の道具入れや立てて仕切りとして使
うなど使い方いろいろの便利ボックスです。
■持ち物/金づち、
ぼろ布
講師：中嶋祐子
参加費3200円
（材料費込）定員6名

●花と緑の学校 ※要予約
８/２７
（土）
9:00〜10:30 講師／中村勝廣
夏の宿根草リフレッシュ〜切り戻しと剪定
参加費２00円 定員1２名

夏を越して旺盛に育った植物をリフレッシュすれば秋も楽しめます。

どのように切っていいのかお悩みの方は是非ご受講を！

【小諸市より】

大手門公園第５工区（大塚駐車場跡地）について、
駐車場としての利用案も含めて整備計画を検討しています。
みなさまのご意見をお聞かせください。

OTEMON

大手門公園第５工区は、平成 17 年の基本計画では緑

そこで新たに、駐車場案についても検討していくこ

地として計画されておりましたが、10 年の経過を踏ま

とし、その場合に求められる機能や設計する上で考え

え、現時点での必要性に照らして計画を再検討すること

るべきことをまとめてみました。
これについて、広く市民のみなさまからご意見をい

になりました。それについて、地元区、飲食店事業者の

ただけますようお願いいたします。

方、近隣の方、観光協会などのご意見を伺った結果、
「こ

ここでの議論をふまえて市としての方針を固め、

こは駐車場として、城下町観光、地元飲食店街の振興を

デザインに進みたいと思います。

考えるべき」というご意見を頂きました。

R141

大手信号

【平成 17 年の基本計画】
・大手門から三の門につながる小諸城の道の遺構を、基
幹歴史観光軸として整備する。小諸城の「桜の馬場」だっ

大手門

た場所で、旧城内を意識させる上でも重要な軸である。
・大手の杜の一部を形成する緑あふれる空間、隣接する
くらしかる浪漫館とのつながりも意識した整備を図る。

第５工区

くらしかる浪漫館 （大塚駐車場跡地）

【駐車場に対してのニーズ】
・大手門公園利用者のための駐車場。
・大手門から小諸城址に入ってもらうための駐車場。
・城下町観光の起点となる駐車場。（本町の町並み、本陣
問屋場方面への散策・周遊の起点）
・周辺の飲食店にとって不可欠な駐車場。
＊平成 17 年の基本計画では、線路側（現在せせらぎの丘）

（民間駐車場）

に駐車場を設ける計画でしたが、勾配等の条件ででき
なくなりました）

■駐車場としてデザインする上で大事だと思われる点
①小諸城の遺構であることが伝わるデザインとする。特に
大手門から三の門に向かう城の動線を大事にする。
②駐車場から大手門正面に誘導する動線を明確にする。
③旧観光交流館の前あたりから見た時の、浅間山や大手門
の眺望を大事にし、城下町小諸の象徴となる風景をつくる。
（ただ、車が並んでいるだけの無粋なデザインはさける）
④大手門、くらしかる浪漫館に接続する空間を魅力的にし、
観光の起点となるような機能を持たせる。
（案内、休息等）

■駐車場の運営について
駐車料金などについては、駐車場としての利
用方針が固まってから、利用者のニーズや民
間駐車場との調整などをふまえて検討してい
く予定です。
大手門公園第５工区（大塚駐車場跡地）

基本設計にかかわる意見交換会

とき ９月２０日(火） 14：00〜15：30頃
ところ 市民交流センター ステラホール
（市役所の横/ 図書館2階）

★みなさまのご意見をお寄せください。
この駐車場周辺には、すばらしい観光資源が
たくさんあります。それらを活かすためにも、
魅力づくりのアイデアを考えてみてください！

ご意見のあて先：

NPO こもろの杜（基本計画策定受託者）
FAX：0267-24-2525

メール：koe@t-garden.org

【小諸市より】

大手門公園第５工区の基本計画づくりが始まりました。
市街地の活性化に向け、大手門公園周辺の将来像も探りながら、
９月中旬までに整備方針をまとめていきます。

昨年度、大手門公園の計画区域内の元大塚駐車場を市が
取得し、大手門公園第５工区として今年度内に基本計画

（第５工区の説明）

昨年までは民間の駐車場（時間貸と月極）で、鹿島町

と実施設計を行うこととなりました。

の飲食店で働く方やお客様に利用される他に、懐古園

来像も探りながら駐車場としての利用などのニーズもふ

基本的に公園用地として取得したので、月極の駐車場

成は、NPO 法人こもろの杜（もり）に委託しました。

えています。

と調整を行い、９月中に公開での計画案の説明会を開催

小諸城大手門としての歴史をいかして、観光客を誘致

位置づけとしては公園用地ですが、周辺まちづくりの将

や周辺のイベント時には満杯の利用状態でした。

まえて整備方針をまとめていきます。調査やたたき台作

としては利用できませんが、駐車場の確保は必要と考

７月中に関係者への聞き取り調査、８月中に意見の整理

歴史的には、下の地図の三の丸の場所となります。

する予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

していくことも考えていきたいと思います。

本
町

大手門公園の区域

江戸時代の小諸城絵図（小諸市誌より）

R141
大手門

大手門公園第５工区
（旧大手門駐車場）

大手門

桜馬場

観光交流館（休館）

本陣主屋

せせらぎの丘

停車場ガーデン

小諸駅

しなの鉄道

三の門（懐古園）

三の門

■
「関係者への聞き取り調査」でいただいたご意見（抜粋）

・大手門、本陣問屋と国の重要文化財が２つあり、周辺の歴史的な建物をうまく活かせれば、
観光地としての集客性は十分見込める。北国街道の町並みにも近く、ここは周辺観光の
起点となる場所と考えるべき。観光バスも数台止まれるようにできるとよい。

・周辺にミュージアムや飲食など、民間資本で集客性のあるものをつくっていきたい。

皆さんのご意見もお寄

せください！（８月中）
よろしくお願いします。

NPO こもろの杜

・懐古園とはまた違う観光エリアに育て、周辺の飲食店にも人がまわるようになるとよい。 （停車場ガーデン内）
FAX：0267-24-2525
・懐古園の桜や紅葉の時期は、ここらへんの駐車場は満杯なのでそれも考慮して欲しい。
・ここの駐車場がなくなると、周辺の飲食店は成り立たなくなる。

・駐車場にするならば、民間駐車場と調整して料金設定して欲しい。

・小諸城は、城が町の下に位置する全国でもめずらしい「穴城」。特に大手門から三の門に
かけての L 字型の細い道は、三の門前に敵を集めて戻れないようにし、一気に攻撃する
為の有効な仕掛け。そんな特徴をふまえた修景により観光資源化できるのではないか。

・この場所は「桜馬場」であったので、周囲に桜を植えていくのもよいのではないか。

メール：

koe@t-garden.org
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ありま
遊具は
は
時
雨天の

せん

子どもたち集まれ！
巨大エアー遊具が
やってくるヨ！

ロボテックランド

ノルディック・ウォーク
スタンプラリー受付

アルクマ

県外からの、
おいしいもの屋台。
ビールも飲めます！

アラジンパーク

カフェ
停車場ガーデン

せせらぎの丘
トイレ

のどぐろ焼き、焼きイカ、ホタテ焼き、
浜焼き、牛串、
ビール他（新潟県）

太田焼きそば（群馬県）

五平餅、からすみ、他
（岐阜県）

めずらしい花を春の庭に！

秋植え球根フェアー
植えつけすれば、放っておいても春に立派な花を
咲かせる球根植物。来年の春は、ひと味違っため
ずらしい花を咲かせてみませんか？
＊定番人気の水耕栽培用グラス、ヒヤシンスグラスや寄
せ植え用のガレージポトもご用意します。

＊商品はあるだけとなりますので、お選びになりたい方
はお早めにお越し下さい。

■入荷予定

（チューリップ）珍しい花でおすすめのもの

マンゴーチャーム／マンゴー色の蕾から咲き進むに
つれパステルピンクが入る

アプリコットビューティー／珍しいあんず色
アンジェリケ／八重咲きの名花

＊いずれも JAPAN フラワー・バルブ・オブ・ザ・イヤー
に選ばれた種類です。

＊小さくて丈夫な原種チューリップもあります。

チューリップ

（スイセン）

テタテート／とてもかわいい花が咲く
タリア／香りの良い種類

＊いずれも停車場ガーデンで見られ、花の時期には

アリウム

「欲しい」というリクエストをいただきます。

（ヒヤシンス） グラーデーションマジック／まと

スイセン

めて植えると花色のグラデーションが美しい

ムスカリ

クロッカス

For your garden of next spring

（ムスカリ）バレリーフィネス／珍しい空色
＊その他にも、珍しい球根をいろいろ揃えます。

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板

停車場ガーデンだより 11月号

2016年

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
営業時間 9:00〜18:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30〜14:00

発行：NPO法人こもろの杜

ホームページ http://www.t-garden.org

（停車場ガーデン管理運営NPO）

＊11/3(木・祝)は営業、11/2(水)は振替休業となります。

第８回

小諸市よりお知らせ／

大手門公園第５工区（旧大塚駐車場）の
基本計画がまとまりました。（→裏面）

フリーマーケット

魔女の市場

Halloween
of GARden

11/3(火・祝) 10：00〜15：00
@停車場ガーデン

停車場ガーデンの イルミネーション

＊

＊

11/26 (土）〜 2/12（日）
恒例の
「幸せの鐘」
、
や

「願いの星☆プレート」

（雨天：東西自由通路）

ハロウィンパレード&コスチューム審査 13：00頃〜

もあります。 幸せを
願って鐘をならし、願い

＊

＊
＊

事を書いてください！

＊

＊

＊

本陣主屋
10/29 ( 土 ) 〜11/３ ( 木 )

手作りのハロウィン展 〜魔女と猫とetc

様々なジャンルの作家たちによる
ハロウィンの世界。

ステキな出店が並びます！
・野菜、
りんご、
焼き芋

・パン、
季節の焼き菓子（スコーン、
マフィン、
グラノーラ）

佐塚葉子／布人形 小林和恵／羊毛フェルト
森昌子／つる 鳥山規子／トールペイント
土屋和栄／粘土人形

・手作り雑貨、
小物（アメリカンフラワー、
クラシックレース、
パッ

本陣主屋は11/４〜来年3月まで冬季閉館となります。

・手づくり木工品(額縁、一輪挿し、飾り棚) ・コケ玉
チワーク小物） ・衣類、
日用品 ・缶バッチ屋

＊お人形さんめぐりの期間中は開館いたします。
問い合わせ・停車場ガーデン ☎2４-2５2５

停車場ガーデン・1１月の講座案内

停車場ガーデン ☎２４２５２５ クリスマス スワッグ

11/2（木）14：00〜16：00
Ｍs．Ｗatanabeの花のレンジレッスン

野うさぎの森のリース

講師：渡邉真由美

プリザーブドとナチュラル素材の秋の森のリース。
森の中の可愛らしい野うさぎがポイント。

クリスマスキャンドルアレンジ

クリスマスリース

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

11/1２（土）

9:00〜10:30 定員１１名 200円

鉢植え植物冬越しテクニック

中村勝廣

鉢植え向きの植物は何？いつ何をすればいいの？ 上手に
冬越しする方法を伝授！あらゆる疑問にお答えします。

11/26（土）10:00〜11:30 定員10名
クリスマス スワッグづくり

2500円

中嶋祐子 @本陣主屋

針葉樹と大きなマツボックリなどを入れた長さ約７０㎝の

豪華なスワッグをつくります。今年のクリスマスはこれです！

参加費3900円
（材料、
お茶代込）定員10名

11/24（木）10：00〜12：00
森のクリスマスリース作り (写真左上）
野山のつたのリース台に木の実などを飾る、

冬を迎える頃のお楽しみのナチュラルリース。
講師：中嶋祐子

参加費1500円
（リボン代別）定員15名

11/24（木）14：00〜16：00
Ｍs．Ｗatanabeの花のレンジレッスン

クリスマスキャンドルアレンジ (写真左上）

クリスマスは大切な人とキャンドルの灯りをともして過ごしたい。

ゴールドのキャンドルがシックなアレンジです。
講師：渡邉真由美

参加費3900円
（材料、
お茶代込）
定員10名

小諸市よりお知らせ
大手門公園第５工区（旧大塚駐車場）の基本計画がまとまりました。
歴史や景観に配慮した、観光の起点となる駐車場として整備します。
【今後のスケジュール】

今回の基本計画案の立案については、平成１７年度に策定した大手門公
園の基本計画から約１０年という時間が経過したことから、周辺の状況の

H29 年３月まで／実施設計

変化に対応した計画の見直しをおこないました。

H29 年夏まで／現状通り駐車場とし

それにあたり、まず地元関係者等にヒアリング調査を行い、その上でこ

て利用可能。その後工事開始。

の場所に求められる機能を整理し、基本計画案をまとめました。

H 30 年３月末／工事完了

さる９月２０日に開催された公開の「意見交換会」では、この案に対し

H30 年４月／駐車場のオープン

て概ね了解をいただき、また今後の課題も出されました。

【設計のねらい】
① 小諸城の遺構を伝える

部分はとりあえず
駐車スペースとし、
くらしかる浪漫館が活
昔の城郭をイメージ
用か撤去か決まったの
させる石垣で駐車場
ちに再検討する。
を囲み、駐車する車
両を見えにくくする。

大手門

大手門から三の門の間にあった城郭（石積）や桜馬
場の遺構を受け継ぐ。

②公園利用者および周辺の観光・商業のため
の駐車場のニーズに応える

W.C

( 閉鎖中）

この計画ならば、以前の大塚駐車場の月極をぬかし

照明灯
照明灯

た駐車可能台数と同等程度確保でき、大型バス 2 台

照明灯

くらしかる
浪漫館

③ 浅間山、大手門の見える風景を大切にする
浅間連峰のパノラマ、大手門や周辺の歴史的建物の
屋根並みの美しさを壊さない修景をする。

↑国道

分の駐車スペースも確保できる。

照明灯

④ 道路沿いに歩道を確保し、将来的な道路拡
幅の可能性にも対応できるようにする。
国道から下りてくる道に広くスペースを確保する。
＊くらしかる浪漫館は、今後、市全体の未利用施設の

←旧

北国

照明灯

街道

照明灯

小諸駅→

取り扱い検討の優先課題として、検討を進めます。

●9/20 の意見交換会で出された主な意見
・飲食業者にとっては、この駐車場案はありがたい。
・駐車場にトイレも併設して欲しい。←トイレはくらし
かる浪漫館裏手にあります。今は閉鎖しておりますが。

大型バスが 2 台
駐車できる
大型バスはこの空間
を使い向きを変える

・工事中の半年間は飲食のお客さんが車を止めるとこ

料金ゲート

ろがなくなると困るので、別の用地に駐車場を確保
できないか考えて欲しい。
・浪漫館についても話し合いの場を設けて欲しい。
・駐車場を無料にして欲しい。←駐車料金は、他の市営
駐車場の料金を基本に考えます。（無料にすると、月
極駐車場を利用している車両がこちらを利用し一般
の人が停めにくくなったり、民間駐車場に影響が出

道路側の断面図
江戸時代にここが「桜馬場」
だったことを伝える桜並木

城址の遺構を伝え
る土塁と石垣
（高さ 1m 程度で
上には笹を植栽）
雰囲気のあるフットライト
を歩道沿いに並べる

ることも考えられます）

将来的な拡幅の可能
性を考えた植栽帯

・駅周辺は一方通行が多く外から来た人が迷うので、
一方通行を解消していって欲しい。必要なところは、
道を拡幅して欲しい。

道路

●書面でいただいたご意見
・駐車場は反対。駅前にこれだけ歴史のある町は少な
いのでそれを活かすべき。城址の復元をのぞみます。

小諸市都市計画課まち整備係

☎ 0267-22-1700(2241）

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板
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発行：NPO法人こもろの杜

年末年始休業のお知らせ★ガーデンハウスは12/29(木)〜1/3(火)休業いたします。

こもろギフト

停車場ガーデンで販売中！

心をこめて・
・手づくり小物、
植物ギフト、

地場産のおいしいものを、
贈りませんか？

◆ガーデンカフェより◆
長門牧場のソフトクリーム、今年は11月いっぱいで終了です。

アン ガゼボ
アイ

こもろギフト

地元商店のXmas菓子

「願いの☆星」をガゼボに飾ろう！

ドライフルーツとアーモンド入り、
ショコラ、
ワインの3種類／
1800円、
ミニサイズ900円
ご予約承ります！

こもろギフト

森のリースをつくりませんか？

Xmasリースの素材をご用意しています。
小諸産の木の実いろいろセット300円、
アケビの蔓リース
台500円〜、
クリスマスリボン
（6cm 2.2m）500円〜、
クリスマスリース完成品の販売もあり2000円〜

→裏面に、歩いて集めた素材でリースの記事あり。
こもろギフト

手仕事のやさしい冬小物

地元の手仕事作家さんがつくった作品たちが、冬期限定
でガーデンショップに並びます。
和布のかわいい小物、
新年の縁起小物など、
ご自宅用、
プ
レゼント用の一点がきっとみつかります。年末には、昨年
好評だった
「おねがい地蔵」
も販売します！
こもろ詰め合わせギフト

ガーデンショップで扱ってい

る、小諸自慢の地場産ハチミ

ツ、菜種油、雑穀などをギフト

用に包装いたします。
詳しくは、
スタッフにご相談ください。

停車場ガーデン・9月の講座案内
講座は、
すべて要予約／停車場ガーデン２４２５２５まで

１２/２２
（木）
14：00〜16：00
Ｍs．
Ｗatanabeの花のアレンジレッスン
「おめでたい新年アレンジ」

赤とゴールドの花器が新年にふさわしい華やかなアレンジ。
幸せをよぶ陶器のオリジナルピック付き。
講師：渡邉真由美

参加費4500円
（お茶代つき）
定員10名

イルミネーションは
11/26(土）〜2/12(日）
17:00〜22:00
しあわせの鐘をならそう！

★おすすめ！シュトーレン
（地元のパン工房 粉幸）

★サンタパン 200円

（停車場ガーデン管理運営NPO）

星型のプレートに願いごとやイラストを書
いてガゼボを飾ってね！
プレートはショップでもらえます。
（無料／なくなり次第終了）

品質の良さが評判！高橋さんのシクラメン
「以前購入した鉢が毎年咲きます」
「ガーデンのシクラメンは花持
ちが違うんです」
などなど、
お客様から喜びのお声をよく伺います。
一度育ててみたら分かる品質の良さで、毎年お求めになるお客様
も増えている停車場ガーデンのシクラメン。
このシクラメンを育て
ているのが耳取のフラワーファーム樹来里（きらり）
の高橋伸雄さ
んです。「小規模生産だからこそひと鉢づつ
に目を配れるのが強み」
と語る高橋さん。
農薬の使用を最小限に抑え、手間を惜しまず
育てられたシクラメンはスタッフが自信を
持っておすすめしています。
6号鉢 2800円

5号鉢 950円、4号鉢 380円、
2.5号鉢 250円、
ミニ鉢 200円
つるかごに入
れておしゃれ
なギフトに！

今年は白×ワインレットの「パピヨン
のフリンジ」が特におすすめ！
★ご贈答用におしゃれなラッピング
いたします。
（100円）

●花と緑の学校 ※要予約 ＠本陣主屋
12/10
（土）
10:00〜11:00 講師／名小路 雄
停車場ガーデン今昔物語
（スライド上映）
参加費２00円 定員1０名 あたたかいお茶つき

停車場ガーデンの7年間を振り返りながら、改めて植物の紹介
植栽デザインを沢山の写真と共にお伝えします。

あたたかいお茶を飲みながらご覧ください。

し
しみ
暮ら
小諸 初冬の楽
の
高原

て、リースの素材を集めてみ
い
歩
を
園
公
ません
森や
の
く
か？
近
BY 中嶋祐子
（ガーデンスタッフ）

落葉低木
このクリスマスカラーの赤い

ノバラ

モミ、ヒノキ、ヒバ の枝葉

直径 30cm くらいのリースなら、

実は、リースには必ず欲しい

30cm の枝葉を 20 本〜40 本（こ

ところ。手入れのされてない

のみで）用意します。

雑木林によくあります。

落葉広葉樹
２、３こ枝分かれしてるものもあ

ヤシャブシ

常緑針葉樹
実は長さ約 15cm くらいの細長い

ストローブマツ

りサクランボのような実。色が濃

マツボックリ。白く色を塗ったよ

いので所々アクセントになる。

うな風合いが特徴。秋、佐久市の

標高の高い場所、高峰高原へ行く

駒場公園で拾えます。

ヘクソカズラ 多年草
身近な雑木林にある。フェンスに絡んで
いることも多い。茎や実に嫌な匂いがあ
るためこの衝撃的な名前が付いている。
オレンジがかった茶色の小粒の実と細い

蔓が大変使いやすい。ゴールドのスプレー
などで着色するとリッチ感が増す

途中よく見かける。
落葉針葉樹
標高の高い小諸佐久周辺の

ヒマラヤスギ 常緑針葉樹
学校の校庭や大きな公園の周辺に

らかく上から見ると小さな

成っている松ぼっくりが落下する

カラマツ

山ではよく見かけます。柔
バラのような松ぼっくり。
枝ごと落ちている事が多い
ので枝付で使ってもいい。

☆ナチュラルリースの作り方

「準備するもの」

・リース台（蔓をからげて作ったり 100 円ショップにもあり）
・針葉樹の葉 ・お好みの木の実 ・リボン、ベルなど

☆作り方 / グル―ガンで好みの素材をリース台に貼付けていく

＊グル―ガン／スティック状の樹脂を溶かして接着する道具。
ガーデンショップで販売しています。

植えられていることが多い。木に
とバラバラになり先端がバラの花
のように残る「シダーローズ」と
も呼ばれる。風に吹かれて落下す
るのは冬、拾えるのはこれから。

ガーデンショップに見本を飾ります。
くわしく知りたい方は、担当スタッ
フの中嶋がいる日を確認してガーデ
ンショップにおいでください。
☎0267-24-2525

こもろギフト
停車場ガーデンであつかっている、小諸のおすすめ
商品の一例です。この他にもいろいろとりそろえて
います。くわしくはショップの HP をご覧下さい。

ガーデンショップのホームページできました！
URL http://shop342.wixsite.com/garden
★停車場ガーデンの HP からも入れます。

■ 雑穀・豆＆その加工品

花豆・青ばつといった信州ならではの豆をはじめ、
五穀米・七穀米・アワ・キビ・エゴマなどの雑穀も各
種そろっています。
ガーデンがつくった「レシピ本」
と一緒にどうぞ。いくさのドレッシング（650円）、
650円）も人気。
いくさ
＜製造販売：小諸雑穀プロジェクト＆村松商店＞

■ 御牧ケ原ポタージュ

1袋 230円 ＊５個
、10個用化粧箱あります。
御牧ケ原産の白いもの、おいしいスープです。
＜製造販売：小諸商工会議所＞

■ 菜の花油（500mℓ 800 円／ 1ℓ1400円）

御牧ケ原産、無添加の菜種油。香りが豊かで、ファ
ンが多い逸品。オリーブ油のようにフランスパ
ンにつけて召し上がると、ひと味違います。
＜生産者：小諸菜種油振興組合＞

■ 地場産 天然はちみつ

軽井沢のアカシアの蜂蜜（300g1800円／ 600g
2500 円) 、山栗の蜂蜜などがあり、花によって
香りが違います。＜生産者：依田義人 ＞

